
『古代ギリシャ語語彙集』改訂版(3刷)
正誤表第2版 (2019.6.26)

• 2017年6月の改訂版3刷の正誤表です．

• 次の版をお持ちの方は，以前の版の正誤表と本表の両方をご利用ください．

– 初版 (2016年3月)
– 改訂版第1刷 (2016年4月)
– 改訂版第2刷 (2016年6月)

以前の版の正誤表は大阪公立大学共同出版会のウェブサイト http://www.omup.jp からダウンロードできます．左側メニュー
から「出版状況」を選び，出版書籍の一覧から，『古代ギリシャ語語彙集 改訂版』（2016年4月20日刊行）をご覧ください．

頁番号の後の a, b, · · · は段を示します．一番左の段が a です．

頁 番号（行） 誤 訂正 備考

10 καθ’ ἡμέρᾱν
の訳語

日毎の，日々の 日毎に，日々 副詞的に使われる．

14 最初の表．4つ目の
「間接疑問」の欄

…する時 いつ…か

22a 59.1 αὐτός, ή, όν αὐτός, ή, ό 中性形はαὐτόνでなくαὐτό．
28b 160.1 ἑτοῖμος, (ἑτοίμη,)

ἑτοῖον
ἑτοῖμος, (ἑτοίμη,)
ἑτοῖμον

中性形で μ が脱落していた．

29b 169.18 ἰσχῡ́ς, ἰσχῡ́ος ἰσχῡ́ς, ἰσχύος 主格の υ は長く，属格の υ は短
い．

31a 189.1 θάπτω
�� ��名 θάπτω

�� ��動 品詞の誤り．

32a 210.9 σύνεσις σύνεσις, συνέσεως 属格形の表記が脱落していた．

33b 235.2 κηρύττω κηρῡ́ττω υ は長い．cf. 235.1の属格．
35a 257.1 προσ|κῡνέω προσ|κυνέω υ は短い．
37b 305.3 μιμνῄσκω

ἀνα|μιμνῄσκω
μιμνήσκω
ἀνα|μιμνήσκω

下書きのiotaをトル．

38b 脚注．324
ἀν|οίγωの変化

【完】【中受】ἀνέῳγμαι,
【ア】【受】ἀνεῴχθην

【完】【中受】ἀν|έῳγμαι,
【ア】【受】ἀν|εῴχθην

語構成を示す区切りが脱落してい

た．

46a 454.1 τίνω τίνω
またはτῑ́νω

46a 454.2 τίνομαι τίνομαι
またはτῑ́νομαι

57a 28 θεάομαι 192 θεᾱ́ομαι 192 α は長い．
59a 79.1例文 e.g. ὡς βασιλέα e.g. ὡς βασιλέᾱ 語末の α は長い．
60b 8.2例文 ἡ στρατιὰ ἡ στρατιᾱ` 語末の α は長い．
62a 50.1 εὐρύς, εὐρέᾱ, ύ εὐρύς, εὐρέα, ύ

(Att.【女】εὐρεῖα)
女性形語末の α は短い．参考に
アッティカ方言の女性形も示した．

やはり語末の α は短い
63b 92.1 (Att. νεᾱνίας) (Att. νεᾱνίᾱς) アッティカ方言でも語末の母音 α

は長い．

63b 97.1 【完】【中】 【完】【中受】 【中】を【中受】に修正．

68a 47.1 ξύλλογος ξύλ|λογος 語構成を示す区切りが脱落してい

た．

68a 55 μίγνῡμι μῑ́γνῡμι 最初の ι は長い．
73b 脚注．83.1

ἐπι|λανθάνομαι
の変化

【完】【中】 【完】【中受】 【中】を【中受】に修正．

78a 9.2 κατ’ ἀξίαν κατ’ ἀξίᾱν 語末の α は長い．
78a 11.1 ἔν|αργής, ἐν|αργής アクセントが重複．

79b 40.1 κέκραμαι【完】【受】 【完】【中受】κέκρᾱμαι 完了形の α は長い．
また【受】を【中受】に修正．

（次頁へ続く）
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（前頁から続く）

81a 68.3 εὐπορῶ ἀποκρίνασθαι. εὐπορῶ ἀποκρῑ́νασθαι. -κρι-の ι は長い．
81a 69.1 πήγνῡμαι πήγνυμαι υは短い．
82a 86.2 διατρῑβή διατριβή -τρι-の ι は短い．

ただし86.1 δια|τρῑ́βωでは長い．
83b 10.1 ἀθλητής ᾱ̓θλητής α は長い．
84a 18 ἀλλος ἄλλος ἄλλοςのアクセントが脱落してい

た．

84b 35.2 βλαβερός, ά，όν βλαβερός, ᾱ́，όν 女性形の語末の α は長い．
86a 67.1 ἀ|ήθης, ες ἀ|ήθης, ἄ|ηθες 誤りではないが中性形のアクセン

トが変わることを明示する訂正．

87a 86 ἡ ἔχθρα ἡ ἔχθρᾱ α は長い．
87a 87.5 εὐ|σχήμων, ον εὐ|σχήμων,

εὔ|σχημον
誤りではないが中性形のアクセン

トが変わることを明示する訂正．

87b 91.1 τηλικοῦτος,
αύτη，οῦτο

τηλικοῦτος,
αύτη，οῦτο(ν)

中性形を訂正．

87b 94 ἀ|θάνατος ᾱ̓|θάνατος 最初の α は長い．
87b 94.1 ᾱ̓θανασίᾱ ἀθανασίᾱ 語頭の α は短い．形容詞の

ᾱ̓|θάνατοςとの相違に注意．
88a 107.4 (ἔκ【属】から) (ἐκ【属】から) ἐκは前倚辞(proclitic)なので通常

はアクセントをもたない．

88b 112.2 ἡδνὴν ἡδονὴν ο が脱落していた．
90b 150.2 νοσώδης, ες νοσώδης, νοσῶδες 誤りではないが中性形のアクセン

トが変わることを明示する訂正．

95b 12.1 αὐτάρκης, ες αὐτάρκης, αὔταρκες 誤りではないが中性形のアクセン

トが変わることを明示する訂正．

96b 40 θεάομαι θεᾱ́ομαι 最初の α は長い．
97a 41.1 ἐνθῡ́μημα,

ἐνθυμήματος
ἐνθῡ́μημα,
ἐνθῡμήματος

属格の υ も長い．

99a 77 πίπτω πῑ́πτω ι は長い．
99a 78.1 πλάγιος, α，ον πλάγιος, ᾱ，ον 女性形の語末のαは長い．
114b 22.2 ὐπέμειναν ὑπέμειναν υ の気息記号が逆．有気記号

(rough breathing)が正しい．
115a 37.2 δαίνῡμαι δαίνυμαι υ は短い．
115b 47.2 ἕννῡμαι ἕννυμαι υ は短い．
118b 124.2 πήγνῡμαι πήγνυμαι υ は短い．
120a 4 ἀεί ᾱ̓εί α は長い．
120a 8.1 ἀΐω ᾱ̓ΐω α は長短両方あるが悲劇語彙で

は長い．

122b 75 οἰδα οἶδα οἶδαのアクセントが脱落していた．
125a 141.2 σωτηρίαν σωτηρίᾱν α は長い．
125b 157.1 ῥίπτω ῥῑ́πτω ι は長い．
128a 2.1 ἀγαπή ἀγάπη アクセント位置の誤り．

137a Αの15行目 ἀγαπή, ἡ ἀγάπη, ἡ アクセント位置の誤り．

137b 下から21 ἀθλητής, ὁ ᾱ̓θλητής, ὁ α は長い．
137c 下から23 ἀΐω ᾱ̓ΐω α は長い．
138a 18 ἀναμιμνῄσκω ἀναμιμνήσκω 下書きのiotaをトル．
140a Δの4行目 δαίνῡμαι δαίνυμαι υ は短い．
140d 27 διατρῑβή, ἡ διατριβή, ἡ ι は短い．
141e 下から15 ἔναργής ἐναργής アクセントが重複．

142a 24 ἕννῡμαι ἕννυμαι υ は短い．
144e 下から9 κηρύττω κηρῡ́ττω υ は長い．
146b 下から8 μιμνῄσκω μιμνήσκω 下書きのiotaをトル．
148d 29 πήγνῡμαι πήγνυμαι υ は短い．
149c 下から19 προσκῡνέω προσκυνέω υ は短い．
151b 下から18 τίνομαι τίνομαι (τῑ́νομαι) 最初の ι は長いこともある．
151b 下から17 τίνω τίνω (τῑ́νω) ι は長いこともある．
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